＊UDX オープンカレッジ Meet the Expert がん専門医に訊く シリーズ開催資金の一部は、
日本イーライリリー株式会社よりご支援いただいています。

UDXオープンカレッジとNPO法人キャンサーネットジャパンによる「がん」を学べるシリーズ
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"Meet the Expert がん専門医に訊く"

オーキッドは「精巣腫瘍」
啓発のシンボルカラーです。

もっと知ってほしい

定員

172

名

参加費：ご寄付

精巣腫瘍 のこと

無料でもご参加
頂けます。

2013年11月16日（土）

（開場13:30）14: 00 -16:30

場所：秋葉原UDX ギャラリーNEXT 2
● 今 回のテーマ

「精巣腫瘍の診断・治療について、
正しい知識と情報を提供します。」
精巣腫瘍は 20 〜 35 歳の男性に多くみられるがんで、若年

当日のセミナー内容は USTREAM によるライブ配信を行うと共に、
メディアサイト株式会社の協力を得て収録を行い、後日、Web 上で
「キャンサーネットジャパンがん情報ビデオライブラリー」と、
「キャンサーチャンネル」より、無料で動画をご覧いただけます。
※スマートフォン・タブレット型端末からもご覧 頂けます※

者に多いことが大きな特徴です。初期には症状が少ないため進
行してから見つかることが少なくありません。
精巣腫瘍には主にセミノーマと非セミノーマの 2 種類があり、

過去の動画も
いつでも

増殖の仕方や拡がり方が異なります。治療としては外科的治療

閲覧できます。

と化学療法、放射線療法を組み合わせた集学的治療が行われ
ますが、手術の方式や抗がん剤の組み合わせも複数あるため
各治療方法について専門医より詳しくお話いただきます。
このセミナーでは、精巣腫瘍についての診断・治療と今後に
ついて、正しい知識を提供します。

当日はインターネット生中継を行います。

後半の Q＆A セッションでは、参加者からの質問に

http://bit.ly/cnjlive

専門医が回答いたします。

●UDX オープンカレッジと
NPO法人キャンサーネットジャパンの活動
NPO法人キャンサーネットジャパンは、

をスローガンに、UDX オープンカレッジとタイアップし、
年間を通じて「がん」を学べるシリーズを提供しています。

【共

催】

スケジュール

14:00 - 14:05

開会挨拶

14:05 - 15:05

基調講演

15:05 - 15:20

特別講演

15:20 - 15:35

休憩

15:35 - 16:25

Q&A

NPO 法人キャンサーネットジャパン

「進行性精巣腫瘍 - 治療最前線」
京都府立医科大学付属病院 泌尿器科

三木 恒治

京都府立医科大学付属病院 泌尿器科

中村 晃和

「精巣腫瘍の肺転移 +2 度の再発と向き合って」
朝日新聞長野総局デスク

セッション

「もっと知ってほしい精巣腫瘍のこと」
回答者： 京都府立医科大学付属病院 泌尿器科
京都府立医科大学付属病院 泌尿器科
朝日新聞長野総局デスク 上野創
司

閉会挨拶

会： NPO 法人キャンサーネットジャパン

三木 恒治
中村 晃和
古賀 真美

NPO 法人キャンサーネットジャパン
末広町駅

申し込み方法

つくばエクスプレス

16:25 - 16:30

上野創

http://www.cancernet.jp/7056
: 1116udx@cancernet.jp

① ホームページでの申込み :
② メールでの申込み

③ FA X での申込み：本チラシ下部に必要事項をご記載の上、

神田消防署
TOKYO TIMES TOWER

秋葉原
UDX

日比谷線

銀座線

※ ①以 外でお申込みの場合、
「11 月16 日 精巣腫瘍セミナー申込み」と明記 の上、
下記 必要事項を記入してお申込み下さい。

山手線・京浜東北線

※FAX での申込みは、FAX 受信が可能な方に限らせていただきます。（受付票を返信いたします）

④ 往復はがきでの申込み

インテージ秋葉原ビル

J
R

03-5840-6073 に送 信ください。

大東ビル

秋葉原ダイビル

（ 申込締切 : 開催日前日 11 月 15 日午後 5 時 ）

駅前広場

ヨドバシAkibaビル

秋葉原駅

JR 総武線

駅前広場

秋葉原駅

（1）氏名（フリガナ） （2）立場（患者・家族・医師・行政関係・医療者・
製薬 / 医療機器関係・メディアなど） （3）連絡先（①メール ②FAX ③電話 ）

JR 秋葉原駅

お問い合わせ

NPO 法人キャンサーネットジャパン
http://www.cancernet.jp
電話：03-5840 -6072（平日10 時 〜17 時）
ファックス：03-5840 -6073 メールアドレス：info@cancernet.jp
〒113-0034 東 京都文 京区 湯島 1-10 -2 御茶ノ水 K＆K ビル 2F

FAX 送信用紙

秋葉原 UDX 4 階

ギャラリー NEXT2

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1
→ 徒歩 2 分 地下鉄日比谷線 秋葉原駅 → 徒歩 4 分
JR 秋葉原駅
地下鉄銀座線 末広町駅 → 徒歩 3分 つくばエキスプレス 秋葉原駅 → 徒歩 3 分

FA X
番号

03-5840-6073

※FAX 受信が可能な方のみお申込みください。（受付票を返信いたします）

11 月 16 日 精巣 腫 瘍セミナー申込 み
参加人数

1

2

3

氏名（フリガナ） ・・・

（

名）

立場に◯をつけてください。

患者 ・ 家族 ・ 医療従事者 ・ 学生 ・ 行政関係 ・ 製薬 / 医療機器関係 ・ メディア ・ その他（

FAX 番号 ・・・

）

